
甲斐 久美子 かい くみこ 東25 神奈川 二科詩文書部 入選

甲斐 匠邨 かい しょうそん 国63 大 分 一科詩文書部 入選

甲斐 房子 かい ふさこ 国63 福 岡 一科詩文書部 入選

貝瀬 栞 かいせ しおり 東19 神奈川 二科漢字部 準二科賞

開田 雅劔 かいだ がけん 国63 富 山 一科詩文書部 入選

加賀美 草心 かがみ そうしん 国02 北海道 審査会員 準大賞

香川 彩華 かがわ あやか 東25 神奈川 二科詩文書部 入選

香川 景行 かがわ けいこう 国05 東 京 一科審査会員

香川 之粋 かがわ しすい 国13 埼 玉 二科審査会員

香川 絲翠 かがわ しすい 国21 神奈川 一科漢字部 特選

香川 隆真 かがわ りゆうしん 東25 神奈川 二科詩文書部 入選

垣内 孝子 かきうち たかこ 東06 埼 玉 一科詩文書部 入選

柿沼 萌王 かきぬま もわ 東06 神奈川 一科詩文書部 入選

柿原 清美 かきはら きよみ 国63 島 根 一科詩文書部 入選

角道 聡子 かくどう さとこ 東25 東 京 二科漢字部 入選

鹿毛 純光 かげ じゅんこう 国38 福 岡 審査会員

蔭山 春景 かげやま しゅんけい 国63 茨 城 一科詩文書部 入選

加古 松泉 かこ しょうせん 国63 愛 知 一科詩文書部 入選

籠橋 美和子 かごはし みわこ 国63 岐 阜 一科漢字部 入選

葛西 玄濤 かさい げんとう 国05 埼 玉 一科審査会員

笠井 晃瓔 かさい こうえい 国27 埼 玉 審査会員

葛西 青龍 かさい せいりょう 国13 北海道 二科審査会員

葛西 孝之 かさい たかゆき 国02 北海道 審査会員 準大賞

葛西 夏希 かさい なつき 国49 東 京 二科篆刻部 入選

葛西 楊舟 かさい ようしゅう 国63 青 森 一科詩文書部 入選

笠木 柏舟 かさぎ はくしゅう 国27 愛 知 審査会員

笠木 理沙 かさぎ りさ 東06 埼 玉 一科詩文書部 入選

風無 玉華 かざなし ぎょっか 東06 埼 玉 一科漢字部 入選

笠原 蘇心 かさはら そしん 東06 北海道 一科詩文書部 入選

笠原 竹翠 かさはら ちくすい 国49 東 京 二科篆刻部 入選
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笠原 博子 かさはら ひろこ 国13 神奈川 二科審査会員

笠原 文男 かさはら ふみお 国21 福 島 一科篆刻部 秀逸

風張 有未絵 かざはり ゆみえ 国14 埼 玉 二科審査会員

風間 真歩 かざま まほ 国63 埼 玉 一科かな部 入選

笠松 透翠 かさまつ とうすい 国43 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

梶 槙起 かじ まき 国63 大 阪 一科詩文書部 入選

梶浦 翠巒 かじうら すいらん 国05 北海道 一科審査会員

梶尾 順子 かじお じゅんこ 東25 東 京 二科漢字部 入選

梶田 蘭恵 かじた らんけい 国27 福 島 審査会員

柏谷 大樹 かしたに だいき 国63 東 京 一科詩文書部 入選

梶原 稀星 かじはら きせい 国27 神奈川 審査会員

梶原 庸子 かじはら ようこ 国63 神奈川 一科詩文書部 入選

鹿島 菜華 かじま さいか 東25 千 葉 二科漢字部 入選

樫本 美浩 かしもと びこう 国38 東 京 審査会員

樫山 咲聖 かしやま しょうせい 国63 徳 島 一科詩文書部 入選

梶山 奈津美 かじやま なつみ 東25 東 京 二科漢字部 入選

柏 聡 かしわ さとし 国06 北海道 一科審査会員

柏 環 かしわ たまき 国14 北海道 二科審査会員

柏 裕 かしわ ゆたか 国14 北海道 二科審査会員

柏木 美奈 かしわぎ みな 東25 神奈川 二科漢字部 入選

柏木 由紀子 かしわぎ ゆきこ 東25 神奈川 二科漢字部 入選

柏倉 敬子 かしわくら けいこ 東19 神奈川 二科漢字部 準二科賞

柏谷 富美子 かしわや ふみこ 国05 茨 城 一科審査会員

梶原 茂美 かじわら しげみ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

梶原 百合子 かじわら ゆりこ 国63 大 分 一科詩文書部 入選

数井 春悦 かずい しゅんえつ 国27 富 山 審査会員

春日 愛美 かすが いつみ 国63 北海道 一科漢字部 入選

春日 悠越 かすが ゆうえつ 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

粕川 幸恵 かすかわ ゆきえ 国63 東 京 一科詩文書部 入選

糟谷 永子 かすや えいこ 国63 愛 知 一科詩文書部 入選
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粕谷 節彩 かすや せっさい 国43 山 形 一科漢字部 秀逸

片岡 美恵子 かたおか みえこ 東06 東 京 一科詩文書部 入選

堅木 章子 かたぎ しょうこ 東06 埼 玉 一科漢字部 入選

片桐 壽石 かたぎり じゅせき 国63 福 島 一科詩文書部 入選

片桐 真陽 かたぎり まひる 国43 北海道 一科詩文書部 秀逸

片野 小祥 かたの しょうしょう 国27 東 京 審査会員

片村 昂萃 かたむら こうすい 国14 富 山 二科審査会員

片山 章代 かたやま あきよ 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞

片山 沙弥 かたやま さや 国63 愛 知 一科漢字部 入選

片山 紫氈 かたやま しせん 国27 宮 崎 審査会員

片山 峻菫 かたやま しゅんきん 東06 埼 玉 一科漢字部 入選

片山 葉那 かたやま はな 東16 愛 知 二科漢字部 二科賞

片山 道子 かたやま みちこ 東20 埼 玉 二科詩文書部 準二科賞

片山 美津代 かたやま みつよ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

片山 利枝子 かたやま りえこ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

勝木 愛永 かつき まなえ 国63 東 京 一科詩文書部 入選

勝倉 旭堂 かつくら きょくどう 国27 千 葉 審査会員

勝田 裕子 かつた ゆうこ 国63 北海道 一科かな部 入選

勝沼 玄象 かつぬま げんしょう 国05 埼 玉 一科審査会員

勝部 魏棠 かつべ ぎどう 東06 千 葉 一科漢字部 入選

勝又 華織 かつまた かおる 国43 静 岡 一科漢字部 秀逸

勝目 湖風 かつめ こふう 国21 北海道 一科漢字部 特選

勝山 満里子 かつやま まりこ 東06 東 京 一科漢字部 入選

桂 美果 かつら みか 国43 埼 玉 一科漢字部 秀逸

葛城 禎之 かつらぎ よしゆき 国63 東 京 一科漢字部 入選

加土 伯蘋 かど はくひん 東16 東 京 二科詩文書部 二科賞

加藤 安依 かとう あい 東20 東 京 二科かな部 準二科賞

加藤 亜紀代 かとう あきよ 国63 愛 知 一科漢字部 入選

加藤 敦子 かとう あつこ 東06 栃 木 一科詩文書部 入選

加藤 一陽 かとう いちよう 東16 山 口 二科詩文書部 二科賞
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加藤 夏山 かとう かざん 東25 東 京 二科漢字部 入選

加藤 紀久子 かとう きくこ 国14 北海道 二科審査会員

加藤 旭鳳 かとう きょくほう 東16 千 葉 二科漢字部 二科賞

加藤 逕華 かとう けいか 国27 千 葉 審査会員

加藤 慶玉 かとう けいぎょく 国27 北海道 審査会員

加藤 佳子 かとう けいこ 東20 群 馬 二科漢字部 準二科賞

加藤 景春 かとう けいしゅん 国43 愛 知 一科詩文書部 秀逸

加藤 圭葩 かとう けいは 国27 京 都 審査会員

加藤 幸道 かとう こうどう 国01 北海道 名誉会員

加藤 惶鳳 かとう こうほう 国27 神奈川 審査会員

加藤 黄流 かとう こうりゅう 東06 埼 玉 一科漢字部 入選

加藤 紫扇 かとう しせん 国63 愛 知 一科漢字部 入選

加藤 秋濤 かとう しゅうとう 国05 静 岡 一科審査会員

加藤 順子 かとう じゅんこ 国63 北海道 一科詩文書部 入選

加藤 順子 かとう じゅんこ 東20 神奈川 二科かな部 準二科賞

加藤 春彩 かとう しゅんさい 国27 静 岡 審査会員

加藤 春勢 かとう しゅんせい 東06 東 京 一科漢字部 入選

加藤 松行 かとう しょうこう 国43 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

加藤 瑞祥 かとう ずいしょう 国27 静 岡 審査会員

加藤 翆翼 かとう すいよく 国43 北海道 一科詩文書部 秀逸

加藤 蒼琅 かとう そうろう 国21 愛 知 一科漢字部 特選

加藤 大弥 かとう だいや 東06 北海道 一科詩文書部 入選

加藤 千秋 かとう ちあき 国63 愛 知 一科詩文書部 入選

加藤 敏栄 かとう としえ 国63 兵 庫 一科漢字部 入選

加藤 南風 かとう なんぷう 国43 群 馬 一科漢字部 秀逸

加藤 裕 かとう ひろし 国01 愛 知 常務理事

加藤 裕 かとう ひろし 東01 愛 知 常務理事

加藤 廣幸 かとう ひろゆき 国43 埼 玉 一科篆刻部 入選

加藤 正子 かとう まさこ 国63 北海道 一科詩文書部 入選

加藤 毬夢 かとう まりむ 国14 東 京 二科審査会員
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加藤 泰 かとう やすし 国21 神奈川 一科篆刻部 秀逸

加藤 有鄰 かとう ゆうりん 国01 東 京 常務理事

加藤 有鄰 かとう ゆうりん 東01 東 京 常務理事

加藤 由利子 かとう ゆりこ 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

加藤 百合子 かとう ゆりこ 東16 神奈川 二科詩文書部 二科賞

加藤 吉晃 かとう よしあき 国63 青 森 一科詩文書部 入選

加藤 芳恵 かとう よしえ 国43 愛 知 一科詩文書部 秀逸

加藤 凛鈴 かとう りんりん 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

門村 紫遊 かどむら しゆう 国63 千 葉 一科漢字部 入選

門脇 笙華 かどわき しょうか 国38 秋 田 審査会員

金井 喜久子 かない きくこ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

金井 恵子 かない けいこ 国63 千 葉 一科漢字部 入選

金井 虹鴦 かない こうおう 国27 埼 玉 審査会員

金井 池扇 かない ちせん 国14 富 山 二科審査会員

金井 則人 かない のりと 国63 長 野 一科漢字部 入選

金泉 恵子 かないずみ けいこ 国27 神奈川 審査会員

金川 緑眼 かながわ りょくがん 国14 北海道 二科審査会員

金久保 天翠 かなくぼ てんすい 国27 北海道 審査会員

金澤 碧樹 かなざわ へきじゅ 国21 静 岡 一科漢字部 特選

金澤 嶺雪 かなざわ れいせつ 国05 千 葉 一科審査会員

金田 春晶 かなだ しゅんしょう 国38 大 分 審査会員

金谷 秀子 かなたに ひでこ 国38 富 山 審査会員

金谷 逸子 かなだに いつこ 国63 岡 山 一科かな部 入選

金登 青藍 かなと せいらん 国43 大 阪 一科詩文書部 秀逸

金本 奈那 かなもと なな 国49 千 葉 二科篆刻部 入選

金森 教英 かなもり きょうえい 国63 北海道 一科漢字部 入選

金盛 静庭 かなもり せいてい 国63 北海道 一科詩文書部 入選

金森 智恵 かなもり ちえ 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

金森 則枝 かなもり のりえ 国43 富 山 一科漢字部 秀逸

金屋 好一 かなや こういち 国38 神奈川 審査会員
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金谷 紅麟 かなや こうりん 国14 北海道 二科審査会員

金谷 聰子 かなや さとこ 国63 北海道 一科かな部 入選

金谷 代 かなや やすよ 東06 埼 玉 一科詩文書部 入選

金山 由紀子 かなやま ゆきこ 国63 岐 阜 一科詩文書部 入選

金子 栄風 かねこ えいふう 国05 東 京 一科審査会員

金子 佳泉 かねこ かせん 東20 埼 玉 二科詩文書部 準二科賞

金子 蕙風 かねこ けいふう 国38 埼 玉 審査会員

金子 献世 かねこ けんせい 東25 東 京 二科漢字部 入選

金子 紅藍 かねこ こうらん 国14 神奈川 二科審査会員

金子 翅伴 かねこ しはん 国27 埼 玉 審査会員

金子 星帆 かねこ せいほ 国27 東 京 審査会員

金子 草風 かねこ そうふう 国05 新 潟 一科審査会員

金子 大蔵 かねこ だいぞう 国01 東 京 評議員

金子 泰杜 かねこ たいと 東16 埼 玉 二科詩文書部 二科賞

金子 高遠 かねこ たかとお 国14 東 京 二科審査会員

金子 桃里 かねこ とうり 国27 東 京 審査会員

金子 遠美女 かねこ とみじょ 東06 北海道 一科詩文書部 入選

金子 奈央 かねこ なお 国43 北海道 一科詩文書部 秀逸

金子 英敏 かねこ ひでとし 国63 兵 庫 一科詩文書部 入選

金子 芳彩 かねこ ほうさい 国27 神奈川 審査会員

金子 芳翔 かねこ ほうしよう 国63 東 京 一科詩文書部 入選

金子 道子 かねこ みちこ 国43 千 葉 一科篆刻部 入選

金子 恵 かねこ めぐみ 東20 栃 木 二科かな部 準二科賞

金重 紅園 かねしげ こうえん 国14 山 口 二科審査会員

金田 雪山 かねだ せつざん 国06 茨 城 一科審査会員

金田 千恵子 かねだ ちえこ 国63 神奈川 一科かな部 入選

金高 文々 かねたか ぶんぶん 国14 千 葉 二科審査会員

金成 瑛翠 かねなり えいすい 東20 千 葉 二科漢字部 準二科賞

金成 翠芳 かねなり すいほう 国14 千 葉 二科審査会員

鹿野 和翠 かの わすい 国63 東 京 一科詩文書部 入選
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加納 玉珠 かのう ぎょくしゅう 国27 愛 知 審査会員

加納 清美 かのう きよみ 東25 千 葉 二科かな部 入選

樺澤 阿子 かばさわ あこ 国64 北海道 一科詩文書部 入選

樺澤 奈々 かばさわ なな 国64 北海道 一科詩文書部 入選

兜山 方星 かぶとやま ほうせい 国64 富 山 一科詩文書部 入選

兜山 真芳 かぶとやま まほう 国64 富 山 一科詩文書部 入選

釜井 詔子 かまい しょうこ 国64 栃 木 一科漢字部 入選

蒲倉 梨南 かまくら りな 国21 千 葉 一科詩文書部 特選

蒲倉 梨南 かまくら りな 国21 千 葉 一科漢字部 特選

鎌田 敬子 かまた けいこ 国64 島 根 一科詩文書部 入選

鎌田 舜英 かまた しゅんえい 国05 青 森 一科審査会員

鎌田 美和 かまた みわ 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

鎌田 莉子 かまた りこ 東25 東 京 二科漢字部 入選

鎌田 文 かまだ ふみ 国27 北海道 審査会員

鎌田 裕子 かまだ ゆうこ 国64 北海道 一科詩文書部 入選

上 光琳 かみ こうりん 国14 富 山 二科審査会員

加美 秋湖 かみ しゅうこ 東16 東 京 二科漢字部 二科賞

上石 沙月 かみいし さつき 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

神尾 紫楊 かみお しよう 国14 千 葉 二科審査会員

上大迫 祐希 かみおおさこ ゆうき 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

神垣 築美 かみがき つきみ 国43 広 島 一科詩文書部 秀逸

上仮屋 幸恵 かみかりや ゆきえ 国27 東 京 審査会員

上川 香織 かみかわ かおり 東20 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

上條 果泉 かみじょう かせん 国27 長 野 審査会員

神園 隆 かみぞの たかし 国43 東 京 一科漢字部 秀逸

上妻 聖園 かみづま しょうえん 東06 埼 玉 一科漢字部 入選

上鶴 聡子 かみづる さとこ 国27 大 分 審査会員

上中 千尋 かみなか せんじん 国64 愛 知 一科詩文書部 入選

上之郷 栄好 かみのごう えいこ 国43 長 崎 一科篆刻部 入選

上林 杏鼓 かみばやし きょうこ 国64 千 葉 一科漢字部 入選
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上林 梨央奈 かみばやし りおな 国64 北海道 一科詩文書部 入選

上村 尚風 かみむら しょうふう 国64 新 潟 一科漢字部 入選

上村 雪桜 かみむら せな 東25 千 葉 二科漢字部 入選

神村 瑤春 かみむら ようしゅん 国43 愛 知 一科漢字部 秀逸

神谷 光穂 かみや こうすい 国64 愛 知 一科漢字部 入選

神谷 降龍 かみや こうりゅう 東06 東 京 一科漢字部 入選

神谷 千恵子 かみや ちえこ 国43 愛 知 一科詩文書部 秀逸

神谷 美咲 かみや みさき 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

神谷 翠 かみや みどり 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

神山 善鈴 かみやま ぜんれい 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

亀谷 亜由 かめたに あゆ 東25 東 京 二科漢字部 入選

鴨澤 友子 かもさわ ともこ 国64 青 森 一科漢字部 入選

鴨志田 朱実 かもしだ あけみ 国49 東 京 二科篆刻部 入選

榧下 涼音 がやした すずね 東20 静 岡 二科漢字部 準二科賞

茅嶋 幸盈 かやしま こうえい 国64 福 岡 一科詩文書部 入選

茅嶋 浩貴 かやしま ひろき 東25 東 京 二科漢字部 入選

鹿山 志翠 かやま しすい 東06 千 葉 一科漢字部 入選

鹿山 東胡 かやま とうこ 国27 東 京 審査会員

唐木 梨鳳 からき りほう 東06 東 京 一科詩文書部 入選

雁野 春麗 かりの しゅんれい 東20 千 葉 二科漢字部 準二科賞

狩谷 申 かりや のぶ 国14 大 阪 二科審査会員

川合 玄鳳 かわい げんぽう 国01 愛 知 評議員

川合 採星 かわい さいせい 国14 愛 知 二科審査会員

河合 小慧 かわい しょうけい 東06 神奈川 一科漢字部 入選

川合 弘 かわい ひろし 東16 神奈川 二科詩文書部 二科賞

川上 和子 かわかみ かずこ 国14 福 岡 二科審査会員

川上 晴山 かわかみ せいざん 東20 千 葉 二科漢字部 準二科賞

川上 武士 かわかみ たけし 国21 東 京 一科かな部 特選

川上 美由紀 かわかみ みゆき 東16 東 京 二科かな部 二科賞

川上 梨亭 かわかみ りてい 国14 東 京 二科審査会員
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川口 花穂 かわぐち かすい 国38 富 山 審査会員

川口 光春 かわぐち こうしゅん 国43 静 岡 一科詩文書部 秀逸

川口 松溪 かわぐち しょうけい 国14 千 葉 二科審査会員

川口 青漣 かわぐち せいれん 国14 愛 知 二科審査会員

川口 伯雪 かわぐち はくせつ 国43 東 京 一科詩文書部 秀逸

川口 碧水 かわぐち へきすい 国14 愛 知 二科審査会員

川口 三千代 かわぐち みちよ 国64 北海道 一科かな部 入選

川口 雄峰 かわぐち ゆうほう 国05 愛 知 一科審査会員

川口 由美 かわぐち ゆみ 国14 愛 知 二科審査会員

川口 淑乃 かわぐち よしの 国14 神奈川 二科審査会員

川倉 松葉 かわくら しょうよう 国15 千 葉 二科審査会員

河合 蘆洲 かわご ろしゅう 国01 富 山 評議員

川崎 鶯遊 かわさき おうゆう 国64 東 京 一科詩文書部 入選

川崎 湖山 かわさき こざん 国27 岡 山 審査会員

川崎 紫苑 かわさき しおん 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

川崎 昌 かわさき しょう 国64 東 京 一科漢字部 入選

川崎 掌月 かわさき しょうげつ 国64 東 京 一科詩文書部 入選

川崎 宵星 かわさき しょうせい 国15 大 分 二科審査会員

河崎 真理子 かわさき まりこ 国27 富 山 審査会員

川崎 美幸 かわさき みゆき 国15 北海道 二科審査会員

川崎 礼子 かわさき れいこ 国27 東 京 審査会員

川島 翠蓮 かわしま すいれん 国44 東 京 一科詩文書部 秀逸

川島 汀蒲 かわしま ていほ 国15 栃 木 二科審査会員

川嶋 海穂 かわしま みほ 国64 神奈川 一科詩文書部 入選

川島 良子 かわしま りょうこ 国15 北海道 二科審査会員

河嶌 綾子 かわしま りょうこ 東20 静 岡 二科詩文書部 準二科賞

河嶌 玲菜 かわしま れいな 国64 静 岡 一科詩文書部 入選

川尻 景泉 かわじり けいせん 国64 東 京 一科漢字部 入選

川澄 良子 かわすみ よしこ 国64 愛 知 一科詩文書部 入選

川田 恵子 かわた けいこ 国64 北海道 一科詩文書部 入選
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河田 香蘭 かわた こうらん 国64 岡 山 一科詩文書部 入選

川田 倖風 かわだ こうふう 国44 群 馬 一科漢字部 秀逸

川田 紫水 かわだ しすい 東06 東 京 一科詩文書部 入選

川田 芳子 かわだ よしこ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

川手 華鵬 かわて かほう 国16 神奈川 二科審査会員

川那 芳恵 かわな よしえ 国21 愛 知 一科詩文書部 特選

川並 ともみ かわなみ ともみ 国64 北海道 一科かな部 入選

川西 悠華 かわにし ゆうか 国44 愛 知 一科詩文書部 秀逸

河野 彩月 かわの さいげつ 国64 山 口 一科詩文書部 入選

川野 茲芳 かわの しほう 国64 千 葉 一科かな部 入選

川野 藍秀 かわの らんしゅう 国64 福 岡 一科詩文書部 入選

川畑 観人 かわはた かんど 国44 福 岡 一科詩文書部 秀逸

川畑 彩春 かわはた さいしゅん 国02 神奈川 審査会員 準大賞

川端 康清 かわばた こうせい 国64 徳 島 一科詩文書部 入選

川畑 祥雲 かわばた しょううん 国43 福 岡 一科篆刻部 入選

河原 於恵 かわはら おけい 国43 神奈川 一科篆刻部 入選

河原 恵子 かわはら けいこ 東06 神奈川 一科漢字部 入選

河原 山翠 かわはら さんすい 国64 千 葉 一科詩文書部 入選

河原 志都子 かわはら しずこ 東06 東 京 一科漢字部 入選

川原 春明 かわはら しゅんめい 東16 大 分 二科詩文書部 二科賞

河原 照江 かわはら てるえ 国64 神奈川 一科かな部 入選

河原 由香里 かわはら ゆかり 国65 東 京 一科かな部 入選

川原 里帆 かわはら りほ 国65 北海道 一科詩文書部 入選

川邊 恵霞 かわべ けいか 国65 茨 城 一科漢字部 入選

川邊 春舞 かわべ しゅんぶ 国27 大 分 審査会員

川部 武郎 かわべ たけろう 国65 東 京 一科詩文書部 入選

川又 晃容 かわまた こうよう 国65 徳 島 一科詩文書部 入選

川又 麗波 かわまた れいは 国44 北海道 一科かな部 秀逸

川村 香景 かわむら かけい 国15 神奈川 二科審査会員

川村 佳凛 かわむら かりん 東16 東 京 二科漢字部 二科賞
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川村 溪雪 かわむら けいせつ 国15 新 潟 二科審査会員

川村 玄舟 かわむら げんしゅう 国01 神奈川 一科審査会員

川村 春扇 かわむら しゅんせん 国65 岩 手 一科詩文書部 入選

河村 澄心 かわむら ちょうしん 国65 山 口 一科漢字部 入選

河村 佳子 かわむら よしこ 国65 北海道 一科漢字部 入選

川目 蕙星 かわめ けいせい 国27 埼 玉 審査会員

川本 憲堂 かわもと けんどう 東06 千 葉 一科詩文書部 入選

河本 龍江 かわもと りゅうこう 国27 奈 良 審査会員

神田 絵美子 かんだ えみこ 東16 東 京 二科漢字部 二科賞

神田 鶴泉 かんだ かくせん 国44 神奈川 一科漢字部 秀逸

神田 香流 かんだ こうりゅう 東20 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

神田 幸江 かんだ ゆきえ 東06 東 京 一科詩文書部 入選

神田 陽子 かんだ ようこ 国65 山 口 一科詩文書部 入選

金成 幽香 かんなり ゆうこう 東25 海 外 二科詩文書部 入選

管野 春静 かんの しゅんせい 国27 北海道 審査会員

神野 真由美 かんの まゆみ 東25 千 葉 二科漢字部 入選

菅野 迪子 かんの みちこ 国38 岩 手 審査会員

菅野 ヤチヨ かんの やちよ 東25 埼 玉 二科漢字部 入選

菅野 義郁 かんの よしふみ 国38 岩 手 審査会員

神尾 敏江 かんのお としえ 国65 神奈川 一科詩文書部 入選

上林 香琴 かんばやし こうきん 国65 茨 城 一科詩文書部 入選

上林 美由紀 かんばやし みゆき 国65 東 京 一科詩文書部 入選

神戸 煌峰 かんべ こうほう 国44 東 京 一科漢字部 秀逸
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